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平成26年度6月補正予算（案）の概要平成26年度6月補正予算（案）の概要平成26年度6月補正予算（案）の概要平成26年度6月補正予算（案）の概要

Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模Ⅰ 予算の規模

現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年当初比較現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年当初比較現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年当初比較現計予算額 今回補正額 補正後の額 前年当初比較

一 般 会 計 20,720,000千円 1,830,022千円 22,550,022千円 15.9 ％一 般 会 計 20,720,000千円 1,830,022千円 22,550,022千円 15.9 ％一 般 会 計 20,720,000千円 1,830,022千円 22,550,022千円 15.9 ％一 般 会 計 20,720,000千円 1,830,022千円 22,550,022千円 15.9 ％

特 別 会 計 10,816,225千円 2,160千円 10,818,385千円 △5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 2,160千円 10,818,385千円 △5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 2,160千円 10,818,385千円 △5.0 ％特 別 会 計 10,816,225千円 2,160千円 10,818,385千円 △5.0 ％

企 業 会 計 7,251,017千円 0千円 7,251,017千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 0千円 7,251,017千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 0千円 7,251,017千円 28.2 ％企 業 会 計 7,251,017千円 0千円 7,251,017千円 28.2 ％

全会計の合計 38,787,242千円 1,832,182千円 40,619,424千円 11.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 1,832,182千円 40,619,424千円 11.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 1,832,182千円 40,619,424千円 11.3 ％全会計の合計 38,787,242千円 1,832,182千円 40,619,424千円 11.3 ％

平成26年度当初予算は、3月に市長選挙が控えていたことから原則継続事業や経常的経費の

みの「骨格予算」として編成したため、6月補正予算は「肉付け予算」として新規事業や政策

的経費を計上した。

Ⅱ 歳出予算の主なものⅡ 歳出予算の主なものⅡ 歳出予算の主なものⅡ 歳出予算の主なもの

（（（（単位：千円）単位：千円）単位：千円）単位：千円）

【一般会計】【一般会計】【一般会計】【一般会計】

・【新】震災復興感謝のつどい事業費 7,0007,0007,0007,000（総 務）

能登半島地震発生から7年が経過し、一定の復興を来すことが

できたことから、これまでの全国の皆様からの支援に対する

感謝と今後の完全復興に向けた集いを実施

平成26年8月13日開催

黒島地区・道下地区において花火1万発の打上げなど実施

交付先:震災復興感謝のつどい実行委員会

(能登半島地震復興基金活用予定5,000千円)

・【新】消防分団センター改修事業費 5,7005,7005,7005,700（防災対策）

阿岸分団センター耐震補強工事等

・【新】コミュニティ助成事業費 1,3041,3041,3041,304（防災対策）

小型動力ポンプ(大沢女性消防隊)

幼年消防用鼓笛隊セット(幼年消防クラブ(わじまミドリ保育園))

(宝くじ助成金採択事業)

・災害対策費 5,7995,7995,7995,799（防災対策）

救命胴衣購入(500人分)、各公民館等に投光器配備

・【新】災害時避難路整備事業費 15,00015,00015,00015,000（防災対策）

名舟地区避難路整備 L= 35m

河井地区避難路整備 L=200m

転落防止柵、スロープ、LED照明灯設置等
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・【新】災害時避難所トイレ改修事業費 34,00034,00034,00034,000（防災対策）

避難所、一時避難所である小中学校体育館、公民館等のトイレ

を洋式に改修

・【新】庁舎耐震診断等事業費 3,0003,0003,0003,000（監 理）

本庁舎耐震診断及び補強計画策定

・【新】次世代自動車充電インフラ整備事業費 89,89789,89789,89789,897（企 画）

電気自動車急速充電器設置(市内13箇所)

(次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金等活用81,165千円)

・誘客宣伝対策事業費 11,00011,00011,00011,000（観 光）

あぜのきらめきPR、県外等郵便局での観光PRポスター掲示

インバウンド対策(台湾訪日教育旅行促進事業、市内施設の

多国語化対応等)等

・【新】コミュニティ助成事業費 2,3002,3002,3002,300（観 光）

折りたたみ式テント、イベント用音響設備一式等購入補助

交付先:マリンタウンおもてなし委員会

(宝くじ助成金採択事業)

・【新】フィルムコミッション事業費 5,0005,0005,0005,000（観 光）

来年春放送予定のNHK連続テレビ小説の輪島ロケを支援

交付先:輪島フィルムコミッション

・ケーブルテレビ運営費 33,00033,00033,00033,000（放 送）

加入者管理システム機器更新、加入者管理機能カスタマイズ

PSバッテリー交換、幹線延長工事等

・【新】臨時福祉給付金給付事業費 151,000151,000151,000151,000（福 祉）

・給付対象者

①H26.1.1現在輪島市の住民基本台帳登載者

②市民税(均等割)非課税者(課税者の扶養親族等は除く。)

③生活保護の被保護者でない者

・給付額

基本額…対象者1人につき1万円(12,000人見込)

加算額…対象者1人につき5千円(6,200人見込)

・【新】子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 28,00028,00028,00028,000（福 祉）

・給付対象者

H26.1月分の児童手当(特例給付含む。)受給者

※臨時福祉給付金給付対象者及び生活保護被保護者は除く。

・給付額

児童手当対象児童1人につき1万円(2,800人見込)
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・【新】河井保育所建設事業費補助 291,100291,100291,100291,100（福 祉）

河井保育所移転建設費補助

定員:110人、サンポア跡地

交付先:(福)町野福祉会

総事業費430,000千円

うち国建設補助対象分(国(県)1/2、市1/4)

用地取得分(A=3,939㎡)(国1/2、市1/2)

・【新】輪島霊苑解体事業費 5,9405,9405,9405,940（環境対策）

輪島霊苑解体撤去設計

・【新】美しい農村再生支援事業費 4,0004,0004,0004,000（農林水産）

白米千枚田日本農業の聖地化推進事業

千枚田総合ホームページ制作

地域特産品を観光資源とする活用策検討・支援

・県営広域営農団地農道整備事業負担金 116,500116,500116,500116,500（農林水産）

能登外浦4期負担金増(トンネル工事)

市負担15%(H26事業費1,110,000千円)

・【新】市単農業農村整備事業費 46,90046,90046,90046,900（農林水産）

市ノ坂地区 農道舗装 W=3.0m、L=1,000m

頭首工 W=0.5m、L= 30m

用水路 L= 200m

護岸 W=2.0m、L= 15m

洲衛地区 農道舗装 W=3.0m、L=3,250m

・海岸保全施設整備事業費 31,22431,22431,22431,224（農林水産）

皆月漁港離岸堤整備 L=20m

・市単漁港施設整備事業費 15,50015,50015,50015,500（農林水産）

名舟漁港防砂堤整備 L=50m

ほか漁港浚渫工事

・道路橋梁整備事業費 294,818294,818294,818294,818（土 木）

名舟尊利地線、気勝平5号線新設

河井山岸線等改良

その他市道側溝改修、舗装、擁壁工、改良等

・橋梁長寿命化対策事業費 9,2009,2009,2009,200（土 木）

尻田橋長寿命化対策工事 L=11.4m
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・まちづくり交付金事業費 422,880422,880422,880422,880（都市整備）

道路整備(177,339千円)中浜3号線設計、みなと橋耐震補強等

市街地(80,700千円)ふらっと訪夢舗装、鳳至町河井町線道路整備等

交流促進(15,000千円)各種交流促進イベント補助

臨空地区(149,841千円)臨空産業団地道路整備(臨空1号線ほか)

・公営住宅ストック総合改善事業費 9,9009,9009,9009,900（都市整備）

【新】広岡住宅集会所耐震改修工事

・【新】廃校校舎等解体事業費 10,00010,00010,00010,000（庶 務）

旧仁岸小学校プール解体工事

・【新】輪島中学校建設事業費 60,00060,00060,00060,000（庶 務）

輪島中学校新校舎建設基本設計、地質調査、敷地測量

旧松陵中学校校舎解体実施設計

・【新】図書館交流事業費 306306306306（生涯学習）

石狩市民図書館との交流事業

・【新】子どもの広場施設整備事業費 1,5001,5001,5001,500（生涯学習）

気勝平児童公園遊具設置補助

交付先:気勝平町町内会

(宝くじ助成金採択事業)

・【新】文化会館耐震診断等事業費 15,00015,00015,00015,000（文 化）

文化会館耐震診断及び補強計画等策定

【国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)】【国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)】【国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)】【国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)】

・施設管理費 2,1602,1602,1602,160（市 民）

眼圧計、電動光学台購入


